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平成２５年度

月 日 対 象 事 業 内 容 備 考

４ 15 教理２年 ＳＩＴＰガイダンス 課題研究と発表について 他

普通２年

27・28 SITP選択 缶サット体験講座 桐蔭高校

生２年

５ ２４ １年全組 加太臨海実習・海岸クリーン作戦 和歌山市加太田倉崎海岸

２６ 科学部 近畿大学先端技術総合研究所 近畿大学先端技術総合研究所

オープンラボ実験教室「SDS－PAGEを

用いたタンパク質の電気泳動」

６ １・２ 科学部 ＳＳＨ特別講義「センサーデバイスを セニオ･ネットワーク株式会社

SITP選択 用いたものづくりワークショップ」 三上 達二 氏、山口 浩 氏

生２年 （mbedマイコン講習会）

１５ 科学部 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 有田町立御霊小学校

２４ 教理１年 第１回ＳＳＨ特別講義 和歌山大学教育学部

教理２年 木村 憲喜 准教授

普通２年

７ １５ SITP選択 缶サット甲子園和歌山地方大会 和歌山大学・コスモパーク加太

生２年

１８ 教員 第１回運営指導委員会 海南高校多目的教室

26・27 教理１年 教養理学科ＳＳＨ夏季特設課外授業 近畿大学原子力研究所

「原子力研修」

８ １ 科学部 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立下津小学校

ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立下津第一中学校

５～７ １年希望 １年ＳＳＨ夏季特設課外授業 関東方面（国立科学博物館、

者 ＪＡＸＡ筑波宇宙センター

ＳＳＨ生徒研究発表会）

７・８ 科学部 ＳＳＨ生徒研究発表会 パシフィコ横浜

21・22 ２年希望 ２年ＳＳＨ夏季特設課外授業 関西方面（神戸大学、計算科学

者 研究機構、人と防災未来サンタ

－、人と自然の博物館）

９ 13・14 教理２年 サイエンスカフェ２０１３ 海南高校文化祭

科学部 サイエンスプラン

10 １９ 科学部 工学フォーラム２０１３ 石川県金沢市

２４ 科学部 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立亀川小学校

２６ 科学部 中学生対象学校説明会 海南高校

教理２年 活動報告・研究発表・実験実習指導

２６ 科学部 きのくに科学オリンピック実技講習会 海南高校

教理２年

11 ３・４ 科学部 第１０回高校化学グランドコンテスト 大阪府立大学

４ 科学部 きのくに科学オリンピック（筆記） 和歌山県立図書館

教理２年

科学部 日本学生科学賞和歌山県審査表彰式 読売新聞

１７ 科学部 きのくに科学オリンピック（実技） 和歌山県立図書館

教理２年

12 ７ 科学部 益川塾 第6回「宇宙にときめく」 東京国際フォーラム

ポスターセッションに参加

１０ 教理２年 教養理学科ＳＳＨ冬季特設課外授業 和歌山大学

（和歌山大学先端科学技術講座） 教育学部・システム工学部

１４ 科学部 和歌山自主活動フェスティバル 和歌山大学

14・15 科学部 青少年のための科学の祭典和歌山大会 おもしろ科学まつり出展

（和歌山大学）
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２０ 教理２年 和歌山県ＳＳＨ合同生徒研究発表会 和歌山県民文化会館

教理１年 兼 和歌山県理数科教育研究会生徒発

科学部 表会

２６ 教員 ＳＳＨ情報交換会 学術総合センター

１ ２５ 科学部 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立加茂川小学校

２ ８ 教員 東京都立戸山高等学校発表会参加

１０ 教員 名古屋大学教育学部附属中高等学校発

表会参加

１５ 教員 埼玉県立川越高等学校発表会参加

１８ 教員 和歌山県立向陽高等学校・中学校研究

発表会参加

３ ２０ 全校生徒 海南高校ＳＳＨ研究発表会 海南高校体育館

ＳＳＨ特別講演 海洋研究開発機構(JAMSTEC)

高知コア研究所 谷川亘 研究員

２０ 教員 運営指導委員会 海南高校多目的教室

平成２４年度

月 日 対 象 事 業 内 容 備 考

４ 16 教理２年 ＳＩＴＰガイダンス 課題研究と発表について 他

23 １年全組 加太臨海実習・海岸クリーン作戦 和歌山市加太田倉崎海岸

５ ３ 科学部 近畿大学先端技術総合研究所 近畿大学先端技術総合研究所

オープンラボ実験教室「SDS-PAGEによ

るウシ結成タンパク質の電気泳動」

２１ 科学部 金環日食観察会 海南高校

７ ６ 教員 第１回運営指導委員会 海南高校多目的教室

11 全校生徒 第１回ＳＳＨ特別講演 近畿大学水産研究所大島実験場

「マグロを取り巻く世界情勢とマグロ 澤田 好史 教授

の養殖技術開発」

15 教理２年 缶サット甲子園和歌山地方大会 和歌山大学・コスモパーク加太

26・27 教理１年 教養理学科ＳＳＨ夏季特設課外授業 近畿大学原子力研究所

「原子力研修」

28 科学部 金環日食コンテスト

８ １ 科学部 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立下津小学校

ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立下津第一中学校

６～８ １年希望 １年ＳＳＨ夏季特設課外授業 関東方面（国立科学博物館、

者 東京海洋大学、日本科学未来館

ＳＳＨ生徒研究発表会 他）

８・９ 科学部 ＳＳＨ生徒研究発表会 パシフィコ横浜

21・22 １・２年 ＳＳＨ特別研修「紀南研修」 近畿大学水産研究所大島実験

希望者 場、串本海中公園 他

22・23 ２年希望 ２年ＳＳＨ夏季特設課外授業 関西播磨地方（神戸大学、兵庫

者 県立大学、SPring-8 他）

９ 14・15 教理２年 サイエンスカフェ２０１２ 海南高校文化祭

科学部 サイエンスプラン

10 27 教理１年 中学生対象学校説明会 海南高校

教理２年 活動報告・研究発表・実験実習指導

30 科学部 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 紀美野町立野上小学校

11 ４ 科学部 第９回高校化学グランドコンテスト 大阪府立大学

４ 科学部 きのくに科学オリンピック（筆記） 和歌山県立図書館

教理２年

６ 科学部 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立中野上小学校

10 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立加茂川小学校
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10 科学部 日本学生科学賞和歌山県審査表彰式 読売新聞

10 科学部 きのくに科学オリンピック物理講習会 海南高校

教理２年

12 ２ 教員 全国スーパーサイエンスハイスクール 滋賀県立膳所高等学校

交流会支援教員研修会

11 教理２年 教養理学科ＳＳＨ冬季特設課外授業 和歌山大学

（和歌山大学先端科学技術講座） 教育学部・システム工学部

15 科学部 和歌山自主活動フェスティバル 和歌山大学

15・16 科学部 青少年のための科学の祭典和歌山大会 おもしろ科学まつり出展

教理１年 （和歌山大学）

教理２年

20 教理２年 和歌山県ＳＳＨ合同生徒研究発表会 和歌山市民文化会館

教理１年 兼 和歌山県理数科教育研究会生徒発

表会

25 教員 ＳＳＨ情報交換会 学術総合センター

２ ４ 教理２年 第２回ＳＳＨ特別講義（数学） 和歌山大学 教育学部

教理１年 「風邪の流行シミュレーション」 片岡 啓 教授

10 科学部 きのくに科学オリンピック（実技） 和歌山県立図書館

教理２年

13 教員 山口県立宇部高等学校発表会参加

14 教員 香川県立観音寺第一高等学校発表会参

加

16 教員 京都市立堀川高等学校発表会参加

17 教員 福井県合同課題研究発表会参加

18 教員 山口県立徳山高等学校発表会参加

３ 16・17 科学部 科学・技術フェスタ 京都パルスプラザ

22 教員 運営指導委員会 海南高校多目的教室

平成２３年度
月 日 対 象 事 業 内 容 備 考

４ 18 教理２年 ＳＩＴＰガイダンス 課題研究と発表について 他

普通２年

５ 28・29 科学部 ＳＳＨ特別講義 （株）セニオ・ネットワークス

教理２年 缶サット甲子園mbedワークショップ 三上達二 氏・山口 浩 氏「 」

希望者

４～６ 科学部 近畿大学先端技術総合研究所 近畿大学先端技術総合研究所

オープンラボ実験教室「ゲンジボタル

の遺伝子解析」と関連したＤＮＡシー

ケンシング

６ 11 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立黒江小学校

教理２年

７ 11 教理１年 第１回ＳＳＨ特別講義 人と自然の博物館

教理２年 「身近な生き物を調べる～タンポポと 自然・環境再生研究部生物多様

普通２年 カタツムリ～」 性保全研究グループ生涯学習推

進室研究員 鈴木 武 氏

７ 10 科学部 缶サット甲子園和歌山地方大会 和歌山大学・コスモパーク加太

12 教員 第１回運営指導委員会 海南高校多目的教室

19 教員 海をきれいにするための一般協力者に 近畿地方整備局

係る表彰（海岸クリーン作戦）

25・26 教理１年 ＳＳＨ夏季特設課外授業 近畿大学原子力研究所

「原子力研修」

８ ３ 教理２年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立下津小学校

普通２年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立下津第一中学校



- 4 -

５・６ 科学部 缶サット甲子園2011全国大会 東京都大島町（伊豆大島）

11・12 科学部 ＳＳＨ生徒研究発表会 神戸国際展示場・会場

16・17 教理１年 ＳＳＩ夏季特設課外授業・海岸クリー 和歌山県立自然博物館

希望者 ン作戦「自然博物館での生態観察」 毛見崎海岸

18・19 教理１年 ＳＳＨ特別研修「紀南研修」 近畿大学大島研究所,広川町津

希望者 波防災教育センター ，他

18・19 教理２年 ＳＳＨ夏季特設課外授業 関西播磨地方

神戸大学，SPring8，他

18・19 科学部 全国SSHコンソーシアム「ゲンジボタ 福井工業大学

ルの遺伝的解析と生息地域に関する共

同研究」

９ 16・17 ＳＩＴＰ サイエンスカフェ２０１１ 海南高校文化祭

科学部 サイエンスプラン

23 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立北野上小学校

教理２年

10 15・16 科学部 日高高等学校コアSSH「マイコンサイ 日高高等学校

エンス」

29 教理１年 中学生対象学校説明会 海南高校

教理２年 活動報告・研究発表・実験実習指導

30 科学部 第８回高校化学グランドコンテスト 大阪府立大学

11 6 教理２年 科学の甲子園 和歌山県大会 向陽高等学校

12 科学部 全国SSHコンソーシアム「ゲンジボ 青森県立八戸北高校

タルの遺伝的解析と生息地域に関する

共同研究」

12・13 科学部 日高高等学校コアSSH「マイコンサイ 日高高等学校

エンス」

15～17 教理１年 ＳＳＨ秋季特設課外授業 植松電機，北海道大学低温研究

所，環境科学研究センター・地

質研究所,千歳サケのふるさと

館

19 科学部 第6回実験力学会の国際シンポジウム 関西空港展示場

高校生展示ポスター発表

20 科学部 日本学生科学賞和歌山県審査表彰式 読売新聞

12 ６ 教理２年 ＳＳＨ冬季特設課外授業 和歌山大学

（和歌山大学先端科学技術講座） 教育学部・システム工学部

10・11 教理１年 青少年のための科学の祭典和歌山大会 おもしろ科学まつり出展

教理２年 （フォルテワジマ）

15 教理２年 和歌山県ＳＳＨ合同生徒研究発表会 御坊市民文化会館

教理１年 兼 和歌山県理数科教育研究会生徒発

普通２年 表会

17 教員 石川県金沢泉丘高等学校発表会参加

24 教員 ＳＳＨ情報交換会 学術総合センター

１ 19 教理２年 第２回ＳＳＨ特別講義 和歌山大学 教育学部名誉教授

教理１年 「光の科学」 宮永 健史 先生

普通２年

２ 10 教員 名古屋大学教育学部付属中高等学校発

表会参加

12 教員 日英サイエンスワークショップシンポ

ジウム参加

24 教員 京都府立桃山高等学校発表会参加

３ 19 教員 運営指導委員会 海南高校多目的教室
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平成２２年度

月 日 対 象 事 業 内 容 備 考

４ 19 教理２年 ＳＩＴＰガイダンス 課題研究と発表について 他

普通２年

28 １年全組 加太臨海実習・海岸クリーン作戦 和歌山市加太田倉崎海岸

５ 29 科学部 近畿大学先端技術総合研究所 近畿大学先端技術総合研究所

オープンラボ実験教室

６ 30 教員 第１回運営指導委員会 海南高校多目的教室

７ ８ 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立大野幼稚園

教理２年

15 教理１年 ＳＳＩ夏季特設課外授業 和歌山県立自然博物館

「自然博物館での生態観察」

17・18 教理２年 ＳＳＩ特別講義 海南高校情報教室

「SunSPOT・Arduino講習会」

27・28 教理１年 ＳＳＨ夏季特設課外授業 近畿大学原子力研究所

「原子力研修」

30 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立塩津小学校

教理２年

８ ３・４ 科学部 ＳＳＨ生徒研究発表会 横浜市パシフィコ横浜

６ 教理２年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立下津小学校

普通２年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立下津第一中学校

９ 科学部 缶サット甲子園２０１０和歌山地方大 和歌山大学・コスモパーク加太

会

17・18 教理２年 ＳＳＨ夏季特設課外授業 関西播磨地方

普通２年 理化学研究所，SPring8，他

18・19 科学部 コアＳＳＨ共同研究「ゲンジボタルの 青森県立八戸北高校

遺伝的解析と生息地域に関する共同研

究」の合同研究会

19～22 科学部 缶サット甲子園２０１０ 秋田県能代市

９ 11 科学部 日本植物学会主催第8回高校生ポスタ 中部大学

ー発表会

17・18 ＳＩＴＰ サイエンスカフェ２０１０ 海南高校文化祭

科学部 サイエンスプラン

19・20 科学部 ＥＴソフトウェアデザインロボットコ 京都コンピュータ学院

ンテスト２０１０

10 16 教理２年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立黒江小学校

教理１年

31 科学部 第７回高校化学グランドコンテスト 大阪府立大学

11 ７ 教理１年 中学生対象学校説明会 海南高校

教理２年 活動報告・研究発表・実験実習指導

12 科学部 コアＳＳＨ共同研究「ゲンジボタルの 青森県立八戸北高校

遺伝的解析と生息地域に関する共同研

究」の合同研究会

18～20 教理１年 ＳＳＨ秋季特設課外授業 飛騨地方（京都大学大学院理学

研究科附属飛騨天文台，東京大

学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子

研究施設，他）

20 科学部 日本学生科学賞和歌山県審査表彰式 読売新聞

21 科学部 科学部研究発表会 海南市わんぱく公園風の子館

「わんぱく公園から見たふるさとの 和歌山県立自然博物館研究員
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自然」 内藤 麻子 先生

12 9 教理２年 ＳＳＨ冬季特設課外授業 和歌山大学

普通２年 （和歌山大学先端科学技術講座） 教育学部・システム工学部

17 教理２年 和歌山県ＳＳＨ合同生徒研究発表会 和歌山県民文化会館

教理１年 兼 和歌山県理数科教育研究会生徒発

普通２年 表会

18・19 教理１年 青少年のための科学の祭典和歌山大会 おもしろ科学まつり出展

教理２年 （和歌山大学）

26 教員 ＳＳＨ情報交換会 学術総合センター

１ 17 教理２年 第１回ＳＳＨ特別講義 九州大学大学院工学研究院応用

教理１年 「光に応答する分子結晶」 科学部門 学術研究員

普通２年 磯邊 清 氏

30 科学部 第１回和歌山教育実践研究大会 紀南文化会館

２ 16 教員 滋賀県立彦根東高校発表会参加

18 教員 滋賀県立膳所高校発表会参加

３ 23 全校生徒 ＳＳＨ特別講演 植松電機専務取締役

植松 努 氏

平成２１年度

月 日 対 象 事 業 内 容 備 考

４ 20 教理２年 ＳＩＴＰガイダンス 課題研究と発表について 他

普通２年

24 １年全組 加太臨海実習・海岸クリーン作戦 和歌山市加太田倉崎海岸

24 科学部 高校生科学コンテスト研究発表 第48回日本生体医工学会

(東京都船橋タワーホール)

５ 31 近畿大学先端技術総合研究所 近畿大学先端技術総合研究所

科学部 オープンラボ実験教室

「高速PCRを用いたヒトDNA多型解析」

６ 30 教員 第１回運営指導委員会 海南高校多目的教室

７ ３ 教員 京都市立堀川高校研究発表会参加

13 教理１年 第１回ＳＳＨ特別講義 近畿大学先端技術総合研究所

教理２年 「遺伝子工学の基礎」 加藤 博己 准教授

普通２年

27・28 教理１年 ＳＳＨ夏季特設課外授業 近畿大学原子力研究所

「原子力研修」

８ ５～７ 科学部 ＳＳＨ生徒研究発表会 横浜市パシフィコ横浜

11 教理２年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立下津第一中学校

普通２年

18～19 教理２年 ＳＳＨ夏季特設課外授業 関西播磨地方

普通２年 神戸大学，SPring8，他

19～22 科学部 缶サット甲子園２００９ 秋田県能代市

９ 18・19 ＳＩＴＰ サイエンスカフェ２００９ 海南高校文化祭

科学部 サイエンスプラン

20・21 科学部 ＥＴソフトウェアデザインロボットコ 京都コンピュータ学院

ンテスト２００９

11 １ 科学部 第６回高校化学グランドコンテスト 大阪市立大学

７ 教理１年 中学生対象学校説明会 海南高校

教理２年 活動報告・研究発表・実験実習指導

14 科学部 わかやま自主研究フェスティバル 和歌山大学 学生自主創造科学

センター

14・15 教理１年 青少年のための科学の祭典和歌山大会 おもしろ科学まつり出展

教理２年 （わかやまビックホエール）
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18～20 教理１年 ＳＳＨ冬季特設課外授業 関東地方（筑波宇宙センター，

海洋研究開発機構，他）

21 科学部 日本学生科学賞和歌山県審査表彰式 読売新聞

27 教員 ＳＳＨ教員研究協議会 福岡県小倉高等学校

「科学部活動の活性化に向けて」

12 5 教員 交流会支援教員研修会参加 早稲田大学理工学術院

10 教理２年 ＳＳＨ冬季特設課外授業 和歌山大学

普通２年 （和歌山大学先端科学技術講座） 教育学部・システム工学部

16 教理１年 和歌山県SSH指定校合同生徒研究発表 和歌山市民会館

教理２年 会 兼 和歌山県高等学校理数科教育

普通２年 研究会生徒研究発表会

25 教員 ＳＳＨ情報交換会 学術総合センター

１ 18 教理１年 第２回ＳＳＨ特別講義 和歌山大学 教育学部名誉教授

教理２年 「光の科学」 宮永 健史 先生

普通２年

２ １ 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立内海小学校

教理２年

３ ５ 教員 第２回運営指導委員会

平成２０年度

月 日 対 象 事 業 内 容 備 考

４ 14 教理２年 ＳＩＴＰガイダンス 課題研究と発表について

普通２年

28 教理２年 海外派遣生徒一次選考会

普通２年

５ ７ １年全組 加太臨海実習・海岸クリーン作戦

９ 科学部 高校生科学コンテスト研究発表 第47回日本生体医工学会

(神戸国際会議場)

９ 教理２年 海外派遣生徒二次選考会

普通２年

７ ２ 教員 第１回運営指導委員会

14 教員 奈良県立奈良高校発表会参加

17 教理１年 第１回ＳＳＨ特別講義 和歌山県立医科大学

教理２年 坂口 和成 教授

21 科学部 全国高校化学グランプリ 大阪星光学院高等学校

23・24 教理１年 ＳＳＨ夏季特設課外授業 近畿大学原子力研究所

25 科学部 缶サット甲子園説明会 和歌山大学クリエ

30 １，２年 ＳＳＨ特別研修（企業見学） 紀州技研工業株式会社

８ ６～８ 科学部 ＳＳＨ生徒研究発表会 パシフィコ横浜

11 教理２年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立下津第一中学校

普通２年

19～20 教理２年 ＳＳＨ夏季特設課外授業 関西播磨地方

24～26 科学部 缶サット甲子園 秋田県能代市

９ 12 教員 大阪府立天王寺高校発表会参加

19・20 サイエンスカフェ２００８ 文化祭

サイエンスプラン

10 ２・３ 教員 第36回全国理数科教育研究大会 奈良市

18・19 教理１年 青少年のための科学の祭典和歌山大会 おもしろ科学まつり出展

教理２年 （マリーナシティわかやま館）

20 科学部 日本学生科学賞県審査会
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22 科学部 JST理科大好きシンポジウムin和歌山 アバローム紀の国

11 ２ 科学部 第５回高校化学グランドコンテスト 大阪市立大学

６ ２年 海外研修ビデオ会議 Eureka Springs High School

８ 教理１年 中学生対象学校説明会

教理２年 活動報告・研究発表・実験実習指導

14 科学部 県理数科教育研究会生徒研究発表会 日高高校ＳＳＨ成果発表会

15～22 ２年 海外派遣（米国Arkansas州） Eureka Springs High School等

19～21 教理１年 ＳＳＨ冬季特設課外授業 関東地方

28 校長 21年度ＳＳＨ事業説明会 文部科学省

12 ７ 科学部 第2回理工系教育シンポジウム 東京大学「武田先端知ビル」

12 ＳＳＨ中間発表会

特別講演 名古屋大学 生田 幸士 教授

第２回運営指導委員会 海南市保健福祉センター

18 教理２年 ＳＳＨ冬季特設課外授業 和歌山大学

普通２年 （和歌山大学先端科学技術講座） 教育学部・システム工学部

26 教員 ＳＳＨ情報交換会 学術総合センター

１ 19 教理２年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立日方小学校

普通２年

２ ９ 教員 大阪府立住吉高校発表会参加

17 教員 和歌山県立向陽中学高校発表会参加

17～24 教理１年 科学英語課題研究発表会 情報Com.

３ ９ 教員 第３回運営指導委員会

平成１９年度

月 日 対 象 事 業 内 容 備 考

４ 26 科学部 高校生科学研究発表コンテスト 第46回日本生体医工学会

(東北大)

６ 13 ２,３年 出前実験講座「光速度測定実験」 和歌山大学 宮永 健史 教授

物理 顧 萍 准教授

15 １年全組 加太臨海実習・海岸クリーン作戦

21 教理２年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 紀美野町立下神野小学校3～5年

21～27 共同研究校 Mila先生来校 Eureka Springs High School

鈴木 淳夫 教授24 科学部 近畿大学先端技術総合研究所特別講座 近畿大学

加藤 博己 准教授

24～25 教理２年 ＳＳＨコンソーシアム第１回研究会 高々度発光現象スプライトの同

時観測（宇宙科学研究本部）

７ ６ 教理２年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立下津第一中学校

10 教理１年 第１回ＳＳＨ特別講義 和歌山大学 入野 俊夫 教授

（ ）教理２年 近隣音楽科教員研修

11 教員 奈良県立奈良高校発表会参加

19 教員 第１回運営指導委員会

24・25 教理１年 ＳＳＨ夏季特設課外授業 近畿大学原子力研究所

８ １～３ 教理１年 ＳＳＨ生徒研究発表会 パシフィコ横浜

教理２年

３ 教理２年 GIS Day in 関西 奈良大学

７ 教理２年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立下津第一中学校

27～28 教理２年 ＳＳＨ夏季特設課外授業 関西播磨地方

９ ５ 教理２年 共同研究ビデオ会議 Eureka Springs High School

14・15 サイエンスカフェ２００７ 文化祭

サイエンスプラン

23 教理１年 地球深部探査船「ちきゅう」 (独)海洋研究開発機構主催

教理３年 「Sands For Student」プログラム 有田川・紀ノ川
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普通３年

27 教員 ＤＮＡチップ説明会 ＤＮＡチップ研究所

他校教員，近畿大学教員・学生

10 12 教理２年 共同研究ビデオ会議 Eureka Springs High School

13・14 教理１年 青少年のための科学の祭典和歌山大会 おもしろ科学まつり出演・出展

教理２年 （マリーナシティわかやま館）

11 ２ 教員 和歌山県立桐蔭高校発表会参加

２ 科学部 県理数科教育研究会生徒研究発表会 桐蔭高校ＳＳＨ成果発表会

４ 科学部 第４回高校化学グランドコンテスト 大阪市立大学

６ 教員 和歌山韓国教育院 李鐘玄院長 来校

８ 教員 大阪府立泉北高校発表会参加

10 教理１年 中学生対象学校説明会

教理２年 活動報告・研究発表・実験実習指導

10～17 教理２年 海外派遣（米国Arkansas州） Eureka Springs High School等

14～16 教理１年 ＳＳＨ冬季特設課外授業 美濃飛騨地方

11 23～25 普通１年 電波望遠鏡工作教室 和歌山大学 学生自主創造科学

センター

12 １ 科学部 日本学生科学賞和歌山県審査表彰式 読売新聞 和歌山支局

12 教理２年 ＳＳＨ冬季特設課外授業 和歌山大学

普通２年 （和歌山大学先端科学技術講座） 教育学部・システム工学部

13 教員 第２回運営指導委員会

18 教理２年 共同研究ビデオ会議 Eureka Springs High School

19 教理１年 科学英語課題研究予備発表会 情報Com.

26 教員 全国SSH科学英語実施報告･研究協議会 大阪大学大学院工学研究科

１ 12 教員 ＳＳＨ情報交換会 東京国際フォーラム

16 教理１年 第２回ＳＳＨ特別講義 和歌山大学 宮永 健史 教授

教理２年

教理２年 共同研究ビデオ会議 Eureka Springs High School

２ ５ 教員 和歌山県立向陽中学高校発表会参加

6～15 教理１年 科学英語課題研究発表会 情報Com.

９ 教員生徒 地球深部探索船「ちきゅう」研修 新宮市新宮港

15 教理２年 共同研究ビデオ会議 Eureka Springs High School

３ ７ 教員 第３回運営指導委員会

教理２年 共同研究ビデオ会議 Eureka Springs High School

27～28 教理２年 わかやま自主研究フェスティバル 和歌山大学

科学部 生涯学習教育研究センター

平成１８年度

月 日 対 象 事 業 内 容 備 考

４ 17 教理２年 教養理学科ＳＩＴＰガイダンス 事業説明・課題研究他概要説明

24 教理１年 教養理学科ＳＳＨガイダンス 事業説明

27 １年全組 加太臨海実習・海岸クリーン作戦

５ 16 科学部 高校生科学研究発表コンテスト 第45回日本生体医工学会

６ ９ 教理１年 ＳＳＨ第１回特別講義 すさみ町立エビとカニの水族館

（和歌山環境大賞表彰式） 館長 森 拓也 先生

13 教理１年 ＳＳＨ第２回特別講義 和歌山大学 佐藤 英雄 教授

教理２年

27 教員 第１回運営指導委員会

７ ９～14 教理２年 海外研修「生徒課題研究」 国立天文台ハワイ観測所

教理３年 （教理１年は本校で受講）

11 教理２年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立下津第一中学校
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24・25 教理１年 ＳＳＨ夏期特設課外授業 近畿大学原子力研究所

８ ３ 教理２年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立仁義小学校

８ 教員 ＳＳＨ教員研修 特設課外授業事前準備を兼ねる

８～10 教理１年 ＳＳＨ生徒研究発表会 パシフィコ横浜

教理３年

20～21 教員 教員研修「日本天文学会秋季年会」

31～１ 教理２年 ＳＳＨ夏期特設課外授業 関西播磨地方

10 ６ 教理２年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立下津第一中学校

14～15 教理１年 青少年のための科学の祭典和歌山大会 おもしろ科学まつり 出展

教理２年

11 ５ 科学部 高校化学グランドコンテスト 大阪市立大学

９ 教員 京都府立洛北高校発表会参加

11 教理１年 中学生対象学校説明会 課題研究発表

教理２年 活動報告・研究発表・実習指導 ポスターセッション他

17 ＳＳＨ成果発表会 和歌山リサーチラボ・本校

23 教員 和歌山県高等学校理科研究大会 化学・生物

12 ６～８ 教理１年 ＳＳＨ冬期特設課外授業 関東地区

12 教理２年 ＳＳＨ冬期特設課外授業 和歌山大学

普通２年 （和歌山大学先端科学技術講座） 教育学部・システム工学部
12～14 教員 長崎西高校コンソーシアム参加
18 教員 石川県立金沢泉丘高校発表会参加
25～26 教理１年 高知小津高校コンソーシアム参加

１ 27 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 和歌山市立松江小学校

27 教員 岡山県高校理数科課題研究合同発表会

30 教理１年 第３回ＳＳＨ特別講義 近畿大学 加藤 博己 助教授

教理２年

２ ５～21 教理１年 冬期特設課外授業研修報告会

16 教員 奈良女子大附属中等学校発表会参加

23 教員 滋賀県立彦根東高校発表会参加

23 教員 兵庫県立神戸高校発表会参加

３ ２ 教員 第３回運営指導委員会

16～18 教理１年 高知小津高校コンソーシアム参加
18～25 教員 教員海外研修「ＪＦＭＦ－ＭＴＰ」 米国EurekaSpringsHighschool

平成１7年度

月 日 対 象 事 業 内 容 備 考

４ ８ 教理２年 教養理学科ＳＩＴＰガイダンス 事業説明・課題研究他概要説明

18 教理１年 教養理学科ＳＳＨガイダンス 事業説明

５ ９ １年全組 加太臨海実習・海岸クリーン作戦 指導：県立自然博物館 学芸員

６ 28 教員 第１回運営指導委員会

10 教理１年 ＳＳＩ活動ガイダンス 指導：教理２年

７ ５～６ 教理１年 ＳＳＩ講座特設課外授業 和歌山県立自然博物館

８ 教理１年 第１回ＳＳＨ特別講義 和歌山大学 中川 優 教授

教理２年
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13 教理１年 第２回ＳＳＨ特別講義 和歌山大学 中川 優 教授

教理２年

14 教理１年 (独)国際協力機構(JICA)学校訪問 教理２年 研究発表

23 科学部 大阪市立大学第７回国際会議発表 大阪市立大学

25・26 教理１年 ＳＳＨ夏期特設課外授業 近畿大学原子力研究所

８ ８ 教員 ＳＳＨ教員研修 特設課外授業事前準備を兼ねる

８～10 教理１年 ＳＳＨ生徒研究発表会 東京ビックサイト

教理２年

25 教理２年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立下津第二中学校 来校

29～30 教理２年 ＳＳＨ夏期特設課外授業 関西播磨地方

９ ５ 教理１年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 野上町立野上中学校

７ 教理一年 第３回ＳＳＨ特別講義 (独)日本科学技術振興機構

教理２年 板橋 良則 先生

10 13 教理２年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立下津第一中学校 来校

14～15 教理１年 青少年のための科学の祭典和歌山大会 おもしろ科学まつり 出展

教理２年

17 教理２年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 美里町立美里中学校

27 教員 和歌山県立桐蔭高校発表会参加

教理１年

11 ２ 教員 静岡県立磐田南高校発表会参加

教員 岐阜県立岐山高校発表会参加

６ 科学部 高校化学グランドコンテスト 大阪市立大学

12 教理１年 中学生対象学校説明会 課題研究発表

教理２年 活動報告・研究発表・実習指導 ポスターセッション他

14 教理２年 ＳＳＩ活動ジュニアサイエンスプラン 海南市立巽中学校

16～18 教理１年 ＳＳＨ冬期特設課外授業 つくば「産業技術総合研究所」

12 ８ 教理３年 実験生物課題研究発表会

16 ＳＳＨ中間発表会 和歌山リサーチラボ・本校

16 教員 第２回運営指導委員会

20 教理２年 ＳＳＨ冬期特設課外授業 和歌山大学

普通２年 （和歌山大学先端科学技術講座） 教育学部・システム工学部
１ 13 教理１年 ＳＳＨ特別講演 和歌山県工業技術センター

教理２年 谷口 久次 先生

２ ３～９ 教理１年 冬期特設課外授業研修報告会

３ 10 教員 三重県立四日市高校発表会参加

14 教員 島根県立松江東高校発表会参加

22 教員 兵庫県立神戸高校発表会参加

３ ２ 教員 第３回運営指導委員会

平成１６年度

月 日 対 象 事 業 内 容 備 考

４ 26 教理１年 教養理学科ＳＳＨガイダンス

５ ６ １年全組 加太臨海実習・海岸クリーン作戦 指導：県立自然博物館 学芸員
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７ ８～９ 教理２年 ＳＳＨ夏季特設課外授業 関西播磨地方

12 教員 第１回運営指導委員会

13 教理１年 第１回ＳＳＨ特別講義 和歌山大学 曽我 真人 助教授

16 教理１年 ＳＳＩ講座 磯生物実習 指導：県立自然博物館 学芸員

26・27 教理１年 ＳＳＨ夏期特設課外授業 近畿大学原子力研究所

23 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 野上町立志賀野小学校 4～6年

30 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 野上町立小川小学校 全学年

８ ２～４ 教員 ＳＳＨ教員研修（生物） 特設課外授業事前準備を兼ねる

23～24 教員 ＳＳＨ教員研修（物理・化学） 特設課外授業事前準備を兼ねる

25 科学部 大阪市立大学理学部訪問 理学研究科 中島 信昭 教授

９ ６ 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立大野小学校 6年 来校

24 教員 下津町立下津第一中学校体験入学 海南高校各教室

25 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 下津町立大東小学校 4～6年

10 ８ 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 海南市立内海小学校 5,6年

30 教理１年 中学生対象学校説明会 課題研究発表

教理２年 活動報告・研究発表・実習指導 ポスターセッション他

11 ７ 科学部 高校化学グランドコンテスト 大阪市立大学

10～12 教理１年 ＳＳＨ冬期特設課外授業 関東地区

27～28 教理２年 青少年のための科学の祭典和歌山大会 おもしろ科学まつり 出展

12 ２ 教員 第２回運営指導委員会

７ 教理２年 ＳＳＨ冬期特設課外授業 和歌山大学

普通２年 （和歌山大学先端科学技術講座） 教育学部・システム工学部
９ 教理３年 実験生物課題研究発表会

10 科学部 ウミホタル観察会 和歌山市和歌浦海岸

14 教理１年 第２回ＳＳＨ特別講義 和歌山大学 宮永 健史 教授

教理２年

16～17 教理１年 第３回ＳＳＨ特別講義 佐賀大学 渡辺 健次 助教授

教理２年

21 科学部 天体観測会 和歌山大学四回生竹中敦史氏

27～28 教理２年 エネルギー関連施設見学会 京都大学熊取原子力研究所 他

１ 17 教理１年 ＳＳＩ活動きっずサイエンスプラン 野上町立野上小学校 6年

24～ 教理１年 関東特設課外授業研修報告会

２ ７ 教員 文部科学省ＳＳＨ実地調査

８ 教員 奈良県立奈良高校発表会参加

11～13 １,２年 和歌山県立和歌山工業高校イギリスアドバンシング物理コース公開講座

21 教員 和歌山県立桐蔭高校発表会参加

教理１年

３ 教員 第３回運営指導委員会


